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第 1条(目的)本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的に使

用する権利を承諾するものです。  

第 2条(第三者への公開の禁止)本レポートに含まれる情報は、著作権法によって保護されてい
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前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じます。 

第 3条(損害賠償)甲が本契約の第 2条の規定に違反した場合、本契約の解除に関わらず、

甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10倍の金額を支払うもの

とします。 

第 4条(その他) 当レポートに沿って実行、期待通りの効果を得ることができず、万一如何なる

損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。 
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ネタを選ぶときに、アクセスの大爆発を優先的に狙っ

ていくのは大前提ですが、プチ・中爆発も拾っていくの

も重要になってきます。 

 

 

このプチ～中爆発をしっかり起こして行けば、 

立ち上げ初期のブログでも最短で月収 3万円～5

万円へとブログを成長することができます。 

 

 

ここでは前回プレゼントしたプチ～中爆発の練習問

題の解答を紹介していきます。 

 

 

 



5                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

【問 1】 

 
  

ネットで“簡単”“お得”な東京へのおでかけを提案す

る「オオサカブックマーク」は、新幹線とホテル・特典等

がセットになった旅行商品や、最新の東京情報を提

供しています。 

 この度、「オオサカブックマーク」では、夏の期間限定

特別プランの発売にあわせ、人気お笑い芸人を起用

した新 TVCM と連動した「カズレーサーが描いた場

所が一体どこなのか当てれるモーナンミコミコ！キャン

ペーン」を 6月 17日（土）より展開します。 

 TVCM内のクイズでカズレーサー画伯がフリップでオ

ススメする“東京のある場所”の絵がどこなのかを当て

て応募すると、カズレーサー監修による 12本入りカラ

ーマーカーセットが抽選で 1,000名様に当たる内容

となっております。 
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 カズレーサーさん曰くヒントは「隅田川の近く」とのこ

と。 

 ぜひ皆さんも東京の観光スポットをイメージしなが

ら、カズレーザー画伯が描いた場所を当てて、オリジナ

ルマーカーをゲットしよう！ 

 

 

・狙ったキーワード 

「カズレーサー cm 絵 場所」 

「カズレーサー cm オオサカブックマーク」 

 

・タイトル例 

カズレーサーが cm で描いた絵の場所は？オオサカブ

ックマークの答え！ 
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     話題性が高いこと 

これは CM を見ていた人、そしてこのニュース記事を

見た人をターゲットとしました。 

当時このネタ元自体はそこまで有名なニュースサイト

ではなかったのですが、 

CM を見ている人が一定数いるし、CMは長期間放

送されるので、いきなり大きな爆発はしなくても、じわ

じわアクセスが続くのではないかと考えました。 

 

     「気になること」があること 

今回は「気になること」が強いネタでした。 

というのも、CM を見た人は、純粋に場所が気になる

し、このキャンペーンに申し込んでプレゼントがほしいと

思う人なら、なおさら答えを知りたいはずです。 

 

     ネタが旬であること 
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元ネタに気づいた時は少し時間が経っていましたが、

今回は CM ネタの要素があるので、「CM放送中は

話題になるはず」と思って記事を書きました。 

 

     狙った キーワードで上位表示されていること 

元ネタがあまりメジャーではなかったこと、CM に気づけ

ていないライバルが多かったので、ライバルは 1人しか

いませんでした。 

 

質の良い記事を書いたので、その後順位は逆転し、

1位になったのもあって毎日 300PV～500PVほど

アクセスが来たので美味しいネタとなりました。 
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【問 2】 

 

 

3月 21日放送のテレビ番組、「今夜食らってみまし

た」に松本俊が登場。 

テレビでは彼のプライベートから今ははまっているもの

などを語り、スタジオは大きく盛り上がった。 

番組後半では松本俊が普段使っている香水を紹

介。 

司会の新垣このみは「収録終わったら買い占めてきま

す！」とコメントし、笑いを誘った。 
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・狙ったキーワード 

「松本俊 香水 ブランド こんくら」 

「松本俊 香水 値段 こんくら」 

「松本俊 香水 ブランド 最新」 

「松本俊 香水 ブランド 2018」 

 

・タイトル例 

松本俊の香水のブランドや値段は？最新(2018)を

こんくらで紹介！ 

 

     話題性が高いこと 

テレビを実際に見て書いたネタです。それだけではなく

人気アイドル「松本俊さんの香水」ということで話題

性としても抜群です。 
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     「気になること」があること 

ファンからしたら、「同じものがほしい」という心理が働く

ので、松本俊の使っている香水はかなり気になるは

ず。なので気になることとしても強いネタです。 

 

     ネタが旬であること 

テレビネタなので、ネタは旬です。もちろんスピード重

視で書きました。 

 

     上位表示できていること 

このネタはここが難しかったです。というのも当然人気

アイドルの香水なので安定ネタとして強いブログが記

事を書いていたからです。 
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つまり「松本俊 香水 ブランド」では勝てないので、あ

えて「“今夜食らってみました”で紹介された香水」と

限定するために「“今夜食らってみました”」の愛称で

ある「こんくら」を追加。 

 

さらに今回は「最新」「2018」という KW で差別化し

てみました。 

 

アップ当日は 1000PV くらいでしたが、その後もチョコ

チョコアクセスがあったので、合計 5000PVほど稼げ

ました。 
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【問 3】 

 

人気俳優、船追二郎の不倫のニュースが話題になっ

ている。 

船追二郎と言えば「2時間ドラマ」。「2時間ドラマ」

と言えば片岡さつきである。 

そしてここに実は面白い話がある。 

 

もともと船追二郎と片岡さつきはドラマの共演や、バ

ラエティでの軽妙なやり取りがきっかけで、当時交際の

噂が流れていた。 

しかし現在の嫁である松坂和代と結婚してから、「船

追二郎と片岡さつきは共演ＮＧ」という話が出回っ

たのである。 

そして、ちょうどそのころ頃から、船追二郎はドラマや

雑誌のインタビューで自分の出世作である「二時間ド
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ラマ」の話を全くしなくなったのは業界では有名な話

だ。 

 

そんな船追がこの前出演したテレビ番組でいきなり

「二時間ドラマ」の話をし始めたのである。 

私を含め業界では、この「二時間ドラマ解禁」＝「片

岡さつき解禁」ととらえている。 

 船追さんは、いわゆる“卒婚”状態のまま、夫婦を

続けていくようにも見えていたが、私は、「片岡さつき

解禁」となったこの不倫騒動後、あぁ、もう船追さんは

何も松坂さんに遠慮をしていないんだな、と見た。 

 

今回の不倫のニュースは彼にとって痛手だが、プライ

ベート面ではまさに「障害がなくなった」という感じだ。 
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不倫騒動について他人事ながら、なるべく早く解決す

ればいいと思う。そして船追には、また「2時間ドラマ

の帝王」として輝いてもらえたら私は嬉しい。 

 

 

・狙ったキーワード 

船追二郎 片岡さつき 復縁 

 

・タイトル例 

「船追二郎と片岡さつきは復縁するの？～」 

 

 

     話題性があること 

当時船追二郎さんが不倫をして、嫁の松坂和代さ

んとバチバチに争っていた、という状況で、連日このニ
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ュースが話題になっていました。そのため話題性自体

は抜群です。 

 

     「気になること」があること 

僕はこのニュース記事を読んだ時に、純粋に「船追二

郎さんと片岡さつきさんってもしかして復縁するのか

な？」と思いました。 

「復縁」はあまり見慣れない KW ですが、話題性も

高かったので、とりあえず「復縁」で記事を書いてみま

した。 

 

     ネタが旬であること 

僕がこのネタに気づいて 6時間ほど経っていました

が、ライバルが書いていなかったのと、追二郎さんの不

倫の話題はしばらく続くと考えたので書きました。 
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     上位表示できていること 

ライバルがいなかったので当然上位表示できました。 

 

このネタは 1日 500PVほどのアクセスでしたが、長

期間検索され、合計で 7000PV稼いでくれました。 

この問題はちょっと難しかったですね。 
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【問 4】 

 

人気 YouTuber ラミエルの動画が炎上している。 

動画は、彼が道路わきで女性をナンパし、相手にし

なかった女性に対して、 

後から高級車ランボルギーニに乗り込む様子をわざと

見せ、女性がどう反応するか伺うもの。 

▼動画 

https://www.youtube.com/watch?v=rPcsZgD5WxE 

ネットでは「女性の気持ちをもて遊んでいる」という声

がある一方、 

「人間の本性が出た」、「これはヤバすぎる・・・」という

意見も出ていた。 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rPcsZgD5WxE
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・狙ったキーワード 

「ラミエル ランボルギーニ やらせ」 

 

・タイトル例 

「ラミエルのランボルギーニの動画はやらせなの？嘘か

本当か判明！」 

 

 

     話題性があること 

人気 Youtuber の動画にもなると、テレビレベルの

人が見ています。 

そのため、人気 Youtuber の動画の中に「気になる

こと」が来ると爆発が起きたりします。 
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     「気になること」があること 

動画を見た時、純粋に「そんなあからさまな態度の変

え方ってある？？」と思いました。 

「やらせ」という KWはこのように「いかにも作った話」

のような場合に検索されます。 

 

 

     ネタが旬であること 

実は僕が気づいたのはある程度たった時（だったは

ず）だったんですが、YouTubeはテレビとは異なり、

いろんな人がいろんなタイミングで見ているのでまだい

けると思いました。 

 

     上位表示できていること 

すでに書いているライバルがいたのですが、需要が大

きいと思ったので記事を書きました。 
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ちなみに今回僕がお伝えしたかったことは「youtube

を見ましょう！」ではありません。 

 

 

元ネタの話題性が高いと、「やらせ」という KW も検

索されることが多い、ということです。 

 

 

 

 

（次のページへ） 
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【問 5】 

 

（刑事・推理もの人気ドラマ dics について） 

ドラマを見ている時に次のシーンのセリフが気になっ

た。 

上司刑事：「A くん、ご苦労、どうだったかね、あの事

件の犯人は何か吐いたかね？」 

A:「刑事、あまり多くは語りませんでしたが、“ホリック”

というものを手に入れようとしていました。刑事、ホリッ

クとは何のことなんですか？」 

上司刑事：「ホリック・・はて？（目をそらす）」 

A:「刑事は何か知っているんですよね？（鬼気迫る

感じで）」 

・・・ 

▼関連動画 

https://www.youtube.com/watch?v=TXskEkx3tro 

https://www.youtube.com/watch?v=TXskEkx3tro
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・狙ったキーワード 

「dics ホリック 何」 

「dics ホリック 意味」 

 

・タイトル例 

「Dics(ドラマ)のホリックって何？～」 

 

 

     話題性があること 

dicsは実はパラビという TBS が提供している VOD

チャンネルでしか見られませんでした。 

しかしその前作のドラマがあり、なおかつそれがかなり

人気だったので 

・ドラマ自体は話題性が高い 

・ただし見ている（見られる人）はそれほど多くない、 
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ということで、話題性としては△というところでしょう

か？ 

 

 

     「気になること」があること 

ドラマの中でこの「ホリック」という言葉（概念）が物

語のカギを握っていました。 

純粋に「ホリックって何なんだ・・・」と気になったので、

記事にしてみました。 

 

 

     ネタが旬であること 

この「ホリック」という言葉が出た時点で記事を書き、

なおかつドラマの方が「ホリック」の正体をかなり引っ張

っていたので、安定的なアクセスがありました。 
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     上位表示できていること 

基本的に見ている人しか気づけないのと、「ホリック」と

いう言葉が出てきてからすぐに記事を書いたので、ライ

バルは０でした。 

 

 

今回のように、漫画、ドラマ、アニメでも「シンプルに

気になること」が出て来ることが多いです。 

特に推理ドラマや謎が多い系の作品はこういった「気

になること」が出やすい傾向にあります。 

 

 

ちなみに実際にコンテンツを見なくても、ツイッターでド

ラマ放送中に「ドラマ見ている人は気になっていること

はないかな？」とネタ選定で見るのはアリですね。 
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【問 6】 

 

東田アナウンサーが、テレビ番組「サンデージャパン」の

MC で突如呂律が回らなくなり、途中退席するという

事件が起こった。 

突然の出来事にスタジオはざわめき、女医の東川が

容態を見る状況に。 

そして、注目が集まったのはそれだけではない。 

この出来事の直前に起こった「ある出来事」に「怪現

象か」などと騒ぎになっている。 

ネット民によると東田アナがアナウンスをする前に『子ど

もが誰かを呼ぶような声』が聞こえたということ。 

実際に動画を確認してみると、確かに音声が確認で

きる。 

まさかの「幽霊騒ぎ」にネットも興味津々だ。 
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・狙ったキーワード 

「サンジャパ 謎の声 正体 10/29 」 

「サンジャパ 謎の声 動画 10/29」 

 

・タイトル 

「サンジャポ(10/29)の謎の声の正体が判明！幽霊

ではなく××だった！」 

「サンジャポに謎の声が入った時の動画は？10/29

放送分に幽霊の声が・・・」 

 

     話題性があること 

テレビネタというのもありますが、当時 Yahoo リアルタ

イムの上位にこの番組の名前が上がっていました。話

題性は十分です。 
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     「気になること」があること 

いわゆる放送事故系です。普段こういったことはめっ

たに起こらないので、かなり気になります。 

 

 

     ネタが旬であること 

このネタは yahoo リアルタイムに上がった時に気づい

き、放送後 4時間ほど経っていました。ちなみに当時

は「正体」の方の記事を書きました。 

 

 

     上位表示できていること 

当時ライバルはいませんでした。なので当然上位表

示に成功しています。 
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このネタはその日だけで 2500PVほどゲットすることが

できました。 

なので「動画」という KW でも書いておくべきだった・・・

と思いました。 

 

（次のページへ） 
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【問 7】 

 

週刊誌文春から不倫報道が出たばかりの山中志桜

里衆院議員。 

本人は一貫した否定をしているが、そんな彼女をよそ

目に文春は疑惑第二弾を投下。 

何やら今週の本誌で山中氏と別の政治家とのスクー

プが出るようなのである。 

品川のホテルを男性と出るところをスクープされたよう

で、スキャンダルが複数回表ざたにされたのであれば、

さすがの彼女もだんまりとはいかなそうだ。 
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・狙ったキーワード 

「山中志桜里 不倫相手 第 2弾 誰」 

 

・タイトル例 

山中志桜里の不倫相手第 2弾は誰？文春砲炸

裂で辞職の可能性も？ 

 

 

     話題性があること 

女性議員の山中志桜里さんのスキャンダルが文春か

ら出て話題になっていました。 

そんな中文春からスキャンダル第二弾が投下された

ので話題性も抜群です。 
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     「気になること」があること 

新たなスキャンダルで第二弾の不倫相手は誰なのか

気になりました。 

 

 

     ネタが旬であること 

気づいてから少し時間が経ってはいましたが、6時間

以内だったこと、そしてライバルがいなかったので記事

にしました。 

 

     上位表示できていること 

今回はここが肝です。単に「不倫相手 誰」だと当然

前回のスキャンダルで多くのライバルが記事を書いて

いるので、上位表示は難しいです。 
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では今回の文春第二弾に関するネタと KW をピンポ

イントで検索する場合、 

 

相手目線に立って「検索窓に何と打ち込むか」と考え

た時に、シンプルに「第二弾」だと思いました。 

（実際その後「第二弾」という関連ワードが出てきて

いました。） 

 

 

ちなみにこういった場合「第二弾」以外にも「最新」と

検索されることもあるので覚えておきましょう。 
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【問 8】 

 

宮崎あおいが出演する午後の紅茶の新ＣＭが後悔

された。 

ネットではショートカットにした彼女の髪型が話題にな

り、「誰だかわからなかった！」などの驚きの声が多数

上がった。 

▼ＣＭ動画 

https://www.youtube.com/watch?v=R9m0WqrJxJk 

 

 

・狙ったキーワード 

「宮崎あおい 午後の紅茶 cm ショート」 

「宮崎あおい 午後の紅茶 cm かつら」 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9m0WqrJxJk
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・タイトル例 

宮崎あおいの午後の紅茶 CMはかつら？ベリーショ

ートの画像！  

 

 

     話題性があること 

動画を見ていただいた方は感じたかもしれませんが、

宮崎あおいさんがバッサリ髪を切って、誰だかわからな

い状態になっていました。 

ツイッターで 

「えっ、あの午後の紅茶の CM の人って宮崎あお

い？？？」 

「誰だかわからない」 

「大竹しのぶさんかと思った・・・かつらなのかな・・」 

みたいな声が出ていました。 
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     「気になること」があること 

ツイッターの声でもあったのですが、純粋に CM動画

を見た時に「えっ、撮影のためにわざわざ切ったの？そ

れともかつら？」という疑問が出ました。 

 

そこで「かつら」というキーワードを入れましたが、「ショ

ート」の方をメインにするのがベストだったと思っていま

す。 

 

 

     ネタが旬であること 

こちらはツイッターで話題になって気づいたのですが、

CM ネタなので上位とれれば、多少後から記事をい

れてもアクセスが来ると思い書きました。 
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     上位表示できていること 

当時ライバルが結構いて、確か狙ったキーワードで 6

位だったのですが、よほど話題性、インパクトがあった

ようで、じわじわ数百 PV来たので美味しかったです。 

 

 

（次のページへ） 
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【問 9】 

 

ベテラン俳優ヒエール北が逮捕された。 

ネットでは「ヒエールさんが・・・信じられない」「演技最

高だったのに」という声が聞かれる一方で、「あのテン

ションは薬だったのか・・・」という厳しい声もある。 

彼は現在「いたてん」「アナ行きの女王」など人気作

品に出演しており、影響が懸念される。 

 

 

・狙ったキーワード 

「いたてん どうなる」 

 

・タイトル例 

「いたてんはどうなる？打ち切りになるの？～」 
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     話題性があること 

ヒエール北さんの逮捕のニュースは衝撃的でした。 

このニュースに関するいろんな記事が出ましたし、さま

ざまな「気になること」が生まれました。 

 

     「気になること」があること 

これは問題文の都合上「いたてん」・・」と書かせてい

ただきましたが、実際は、彼が逮捕された時にツイッタ

ーの声を見て「気になっていることはないかな？？」と

探していると「いたてん、どうなっちゃうの？」「ドラマ打

ち切りかな？」という声があったので、それをそのまま汲

み取った形になります。 

 

     ネタが旬であること 

逮捕された直後にスピード勝負で記事を書いたの

で、「ネタが旬であること」が満たされていました。 
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     上位表示できていること 

アップ後、流石にライバルが増えてきましたが、初動で

1000PVほどとれたので、それで良しとしました。 

 

 

また彼の逮捕系の記事を別にもたくさん書いて、内

部リンクで繋いだので、検索順位でライバルに負けて

も無駄にはならなかったです。 

 

 

 

（次のページへ） 
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【問 10】 

 

女性ファッション誌『ＤiＤi』の人気企画「国宝級イケ

メンランキング」が、来週発表される。そしてランキング

1位に選ばれた“国宝級イケメン”のシルエットが、今

日先行公開された。 

今回の 1位は、精悍な顔立ちと天然発言のギャップ

でバラエティにもひっぱりだこの人物が選ばれた。 

編集者は「撮影時に見せる、力強く大人な表情にス

タッフ一同魅了され、その存在感には圧倒されっぱな

しでした。インタビューのためロケバスに戻ると、好物だ

という高菜わさびのおにぎりをむしゃむしゃと頬張るあど

けなさのギャップもさすがでした」とこぼした。 
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・狙ったキーワード： 

「国宝級イケメンランキング 1位 誰」 

「国宝級イケメンランキング 1位 2019」 

 

 

・タイトル例 

国宝級イケメンランキング 1位は誰？2019年のＤi

Ｄi トップは天然系？  

 

 

     話題性が高いこと 

毎年発表される人気雑誌のランキング。しかもイケメ

ンランキングなので、当然話題性も高いです。 

意外と若い子は学校や会社のお昼休みに、こういっ

たランキングを話題にすることもありますし、雑誌だけ
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ではなく、今回のようにニュースサイトで取り上げられ

て目にする人もいます。 

 

 

     「気になること」があること 

やはり 1位、しかも国宝級イケメンということで誰なの

か気になりますよね？ 

5W の中でもアクセス爆発が狙いやすい「WHO」に

あたるものです。 

 

 

     ネタが旬であること 

実はこのネタ元のニュース記事に気づいたのは、記事

が出てから一日遅れでした。 
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しかし 1位発表までまだ時間があったので、まだアク

セスが取れると思って記事を書きました。 

 

 

     上位表示できていること 

「国宝級イケメンランキングまとめ！」みたいな記 

事はたくさんいましたが、 

あえて 1位のみに着目した記事は少なかったので狙

いました。 

 

 

以上解答でした。狙えるネタのパターンを増やすの

に、ぜひ使ってくださいね！ 


